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意 見 の 趣 旨 

 
１ 農林水産大臣は、当連合会の１９９７年１０月１７日付け「諫早湾干拓事

業に関する意見書」に従って、直ちに国営諫早湾土地改良事業を廃止し、諫

早湾干潟再生のための計画作成に着手すべきである。 
 
２ 農林水産大臣は、有明海ノリ不作等対策関係調査検討委員会が２００１年

１２月１９日に公表した「諫早湾干拓地排水門の開門調査に関する見解」の

趣旨にのっとり、中期（半年程度）及び長期（数年）の開門調査を早急に実

施すべきである。 
 

意 見 の 理 由 

 
第１ 本意見書提出の経緯 
１ はじめに 
１９９７年４月１４日、２９３枚の鋼板によって、２９００ｈａと日本最大

を誇った諫早湾干潟とその前面浅海域（合計３５５０ｈａ）が締め切られた。

ギロチンと呼ばれるこの潮受堤防締切りによって、干潟は干上がり、大量の底

生生物が死滅し、その後には陸上生物が移入・定着して、堤防内では調整池の

水質が悪化した。そればかりか、今では、後記第２のとおり、堤防外の有明海

全域に「有明海異変」と呼ばれる深刻な環境悪化が進行している。 
２ 第１次意見書公表の経緯 

当連合会は、従来から干潟をはじめとする湿地の保全に関心を持ち、様々

な調査活動を行ってきた。国営諫早湾土地改良事業（以下「本件干拓事業」

という）についても、潮受堤防締切りの前年の１９９６年４月に現地調査を

行い、同年１０月の第３９回人権擁護大会シンポジウム第３分科会において、

その問題点を指摘、報告した。 

そうした矢先、前記のとおり潮受堤防が締め切られたので、当連合会は、

この事態を重視して、堤防締切り直後の５月２２日に、次のとおりの会長声

明を発表し、同月２８日には会長自ら現地視察を行った。 

「干潟が回復不可能な事態に至らないよう排水樋門を一旦開放して海水を

干潟に導入し、生態系に与える被害を最小限にくい止めることが緊要である

と考える。その上で、干拓事業を継続するか、変更、廃止するかの問題につ

いて、情報公開・住民参加手続を保障したうえで、自然保護団体を含めて、

事業の必要性・合理性や干潟に与える影響など諸々の視点から十分議論を尽

くすべきである。もはや一刻の猶予も許されない。速やかに排水樋門を開放

するよう強く求める。」 

その後、公害対策・環境保全委員会内にプロジェクトチームを発足させ、
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研究者、関係省庁、長崎県及び賛成・反対双方の住民からの聞き取りや児島

湾、笠岡湾の現地調査等を実施して、本件干拓事業についての検討を行った。 
３ 第１次意見書の公表 
当連合会は、「諫早湾干潟は、日本国内は勿論、世界的にみても極めて重要

な干潟である。国際的に合意ができている生物多様性の保全の見地から見て

も、この貴重な諫早湾干潟は日本を代表する湿地として、法律的にも保護の

手段を尽くして、後世の人に残す価値があると考える」との結論に至るとと

もに、堤防締切りによってこの重要な湿地が消滅することの生態系に与える

影響の大きさと諫早湾の水質の悪化及び２３７０億円もの費用をかけて得ら

れる効果の予測や干拓地での営農見通しの杜撰さを強く認識するに至った。 

 そこで、当連合会は、１９９７年１０月１７日、上記のような事態の原因

となった本件干拓事業に関し、「諫早湾干拓事業に関する意見書」（以下「第

１次意見書」という）を公表し、次のとおりの提言を行った。 
「① 農林水産大臣は、潮受堤防の排水樋門を開放し、潮受堤防内に海水を導

入すること。 

② 農林水産大臣は、国営諫早湾土地改良事業を廃止すること（即ち、内部

堤防の設置、農地造成等の事業は実施しない）。 

③ 環境庁長官は、第１項、第２項の措置を実行させるために農林水産大臣

に対して国営諫早湾土地改良事業を廃止し、潮受堤防の排水樋門を開放す

るよう勧告すること。 

④ 国は、防災問題（排水、高潮、排水改良）について、潮受堤防の処置、

本明川ダムの建設、海岸堤防の嵩上げ、排水ポンプの増強その他の諸観点

から、新規の事業を行うか否か、行う場合には、どのような規模、内容等

にするかにつき、検討委員会を設置して十分に調査・研究すること。 

⑤ 国、長崎県、諫早市等関係市町村は、干潟の回復や生態系・鳥類の調査

を積極的に行うとともに、当面ラムサール条約に基づく登録地の指定並び

に鳥獣保護法に基づく特別保護地区の指定を早急に行うこと。」 

４ 補充調査と本意見書の公表 

しかしながら、後記第２で述べるとおり、第１次意見書での予測をはるかに

超えた事態が現出するに至った。 

そこで、当連合会は、本年３月１５日、本件干拓事業の現在の問題状況を把

握するため、九州弁護士会連合会と合同で改めて関係省庁、周辺漁協及び専門

家等からの聞き取りや現地調査を行った。 

その結果、当連合会は、本件干拓事業を廃止し、諫早湾干潟を保全すべき

であるとした第１次意見書の正当性を再確認するとともに、有明海異変の原

因を究明し、諫早湾干潟さらには有明海の再生を実現するためには、有明海

ノリ不作等対策関係調査検討委員会（以下「ノリ不作検討委員会」という）

の見解と同様、中期（半年程度）及び長期（数年）の開門調査が必要不可欠

と考え、再度本意見書を公表するものである。 
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第２ 有明海異変 

１ 潮受堤防の締め切りと干潟の喪失 

潮受堤防の締め切りによって堤防内への海水の流入は遮断され、有明海の

約２％にあたる３５５０ｈａの諫早湾奥部が、有明海との交流を断ち切られ

た。その中に存在した２９００ｈａの泥干潟は、日本の干潟の約６％にも相

当する広さを有しているだけではなく、豊かな自然の営みと水質浄化をはじ

めとする優れた機能を有していた。佐々木克之元中央水産研究所室長らによ

る最近の研究によると、水門締切りによって失った水質浄化力は、約１００

０億円の下水処理施設に匹敵するという。これには８９ｈａと言われる用地

取得費や維持費は含まれていないことを考えると、諫早湾干潟の有していた

水質浄化力がいかに大きいものであったかがわかる。 

しかし、堤防締切りにより、湾内の干潟上部は干上がってその機能を喪失

し、干潟に生存していた底生生物ばかりでなく海生生物の全てが死滅した。

干上がった干潟の上にハイガイの白い貝殻が累々と転がる様は、干潟とそこ

に生息していた無数の生命の大量虐殺に他ならないことを示すものであった。 

さらに、締め切られた堤防内では、調整池の富栄養化等水質の悪化が進行

し、干上がった干潟には、締切り後の降雨により塩分が徐々に除かれたこと

により、陸上植物が移入し、定着を進めた結果、従来の風景が一変している。  

２ 有明海異変の出現 

堤防締切り後に生じた環境の変化は、堤防内に止まらず、有明海全域にわ

たって生じている。いわゆる「有明海異変」の出現である。 

有明海異変が大々的に報じられたのは、２０００年１２月から翌年にかけ

て発生した養殖ノリの色落ち問題であった。有明海は、日本の養殖ノリの約

４割を占める生産高を誇る有数のノリ生産地であるが、本来色つやのよい真

っ黒なノリがうす汚れた黄土色に変わる「色落ち」と呼ばれる大凶作に有明

海一円が見舞われた。ノリの色落ちの原因は、植物プランクトンである大型

ケイ藻からなる赤潮が発生し、ノリの生育に必要な窒素などの養分を奪って

しまったことにあるとされるが、この赤潮は、堤防の締め切り以後、その発

生件数が増加している。 

しかし、異変はノリの不作で始まったものではなかった。タイラギやアゲ

マキ等の貝類の水揚げは既に１９９０年から減少し、これらを対象とする漁

業は壊滅的打撃を受けていた。タイラギ漁は長崎県有明海では１９９３年か

ら休漁状態が続いており、福岡県でも近年は休漁状態となっている。さらに

は、ガザミ、シタビラメ、ハゼクチなどの海底に棲む魚介類の減少が続いて

いる。すなわち、資料１のとおり、ノリ以外の漁業生産量は、潮受堤防締切

り以前に、１９９０年の堤防工事着工後から年を追って減少していたのであ

る。これらの魚介類は、漁業としての海域が限られ、視覚的に地味であった

ため、これまで注目を集めることがなかったが、実はノリの大凶作に先立ち、

その変化は有明海の中で静かにそして着実に進行していたのである。 

 潮受堤防の締め切り後、有明海に生じたその他の環境変化についても、多
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くのことが指摘されている。 

 長崎大学の東幹夫教授の調査によれば、有明海の５０地点における底生生

物の生息密度は、堤防締切り直後の１９９７年６月には、１万４２８５個体

／㎡であり、これは日本沿岸域の値としてはかなり高いが、資料２のとおり、

年が経過するごとに激減している。 

また、日本自然保護協会の調査によると、潮受堤防外側の諫早湾入り口か

ら有明海にかけて夏期に貧酸素水塊が大規模に発生している。この水塊が発

達することによって、有害な硫化水素が発生し水質の悪化を招くとともに底

生生物の死滅をもたらし、これによる水質浄化機能の低下を惹き起こしてい

る。貧酸素水塊の発生は、堤防締切りにより有明海内における潮流、流速が

弱まり、潮汐差が少なくなって、海水の攪拌作用が弱まったため、太陽に暖

められた酸素の豊富な表流水が底の方まで行き渡らなくなって起こるとされ

ている。なお、潮受堤防締切り後の流速、潮汐差の減少については、海洋学

者の宇野木早苗氏が報告している。 

その他、既に指摘した赤潮の発生の増加などを含めて、潮受堤防の工事着

工後における有明海の様々な環境変化が明らかとなってきたのである。 

これらの環境変化は、潮受堤防工事着工前の１９８６年と１９９２年の２

回行われた環境アセスメントでも全く予測されていなかった（１９８６年の

環境アセスメントにおける総合評価は、「これらの検討の結果、諫早湾々奥部

の消滅は、干拓域や諫早湾々奥部に生息する生物相の生息域や産卵場などを

一部消滅させるが、このことが有明海の自然環境に著しい影響を及ぼすもの

ではなく、また、その影響は計画地の近傍に限られることから、本事業が諫

早湾及びその周辺海域に及ぼす影響は許容しうるものであると考えられる。」

と記されていた）し、長年にわたり有明海と暮らしてきた漁民達や生物学の

専門の学者を含めて誰も予想しなかったほどの大変化であり、それは、まさ

に「有明海異変」と呼ぶのにふさわしい変化と言えるものである。 
３ 反対世論の高まり 

有明海の漁民達は、その経験から、有明海異変の原因は、諫早湾の潮受堤

防建設工事によるものではないかと疑っている。そうした中、ノリ養殖漁民

達は、今までに経験したことがない未曾有のノリ不作に直面して、経済的に

大打撃を受けたことから、魚や貝を採る漁船漁業者達とともに、締め切られ

た潮受堤防の排水門解放を求めて数回にわたり海上デモを行った。その後も、

漁民達は、干拓現場での座り込みなどの排水門開放を求める運動を継続して

おり、福岡県においては福岡県漁連が一丸となって運動を展開している。  

４ 訴訟の提起 

本件干拓事業の廃止を求める運動の一環として、堤防締切り前の１９９７

年２月に、ムツゴロウ等の諫早湾に生息する生物や諫早湾そのものを原告と

し、国を被告として本件干拓事業の中止を求める訴訟いわゆる「諫早湾自然

の権利訴訟」が提起されたのを嚆矢として、以下のとおり様々な訴訟が提起

されている。 
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２０００年１０月には長崎県知事を被告として、公金支出の差止を求める

住民訴訟が提起され、２００１年４月には国と長崎県を被告として、１４年

前に締結された漁業補償契約の無効確認を求める訴訟が提起され、そして、

２００２年９月には福岡県漁連が、内部堤防工事の差止を求める仮処分を申

立て、同年１１月には漁民・市民による工事差止の仮処分の申立と本訴の提

起がなされるに至っている。この漁民・市民を原告とする訴訟は、数次の提

訴を経て現在では原告数が約８００名にも及ぶ。 

このように、本件干拓事業の影響は、当連合会が第１次意見書公表の際に

予想した事態をはるかに超えた広がりと深刻さをもたらしており、環境保全

の見地からは勿論のこと人道的な見地からも迅速、かつ、適切な対応がなさ

れなければならない。                            

 

第３ 再評価委員会による再評価と事業の見直し        

１ 再評価制度について 
本件干拓事業については、１９８６年の着工から１５年が経過した２００

１年に、農水省が定めた土地改良事業等再評価実施要領に基づく事業の是非

に関する再評価が実施された。この事業再評価の手続は、九州農政局関係部

課長によって構成された事業管理委員会が作成した再評価案を、九州農政局

長が任命した５名の委員からなる第三者委員会に諮問し、同委員会において

審議し、答申した結果を踏まえて、農水省農村振興局長が再評価結果の最終

決定を行う、というものである。 
 当連合会が１９９９年７月１５日付け「ダム等建設事業の適正な見直しを

求める意見書」で述べたように、この事業再評価制度は、第三者委員会を構

成する委員の委嘱手続が不透明なだけでなく、審議が公開を原則とされてい

ない等、透明性を確保する措置がない上、市民意見を反映する制度的保障も

なく、事業者の再評価案をチェックするための機関としては、不十分な制度

であった。 
２ 再評価委員会による再評価の実施 
本件干拓事業を再評価するための国営事業再評価第三者委員会（以下「再

評価委員会」という）は、２００１年６月９日に第１回の会合を持ったのを

皮切りに、８月２４日の答申まで計５回の委員会が開催された。 
再評価委員会は、当日の審議こそ非公開であったものの、それまでの審議

については、議事概要の速報と詳細な議事録が公表されるという、これまで

になかった情報公開の下での議論が行われた。その結果、同委員会の開催に

合わせて市民側から委員に対する情報提供や問題提起が行われ、委員はその

情報等に基づいて審議を行うということが可能となった。例えば、冒頭から

「市民による諫早干拓『時のアセス』」（諫早干潟緊急救済本部、同東京事務

所、ＷＷＦジャパンなどが企画・編集した冊子）が引用されるなど市民の声

を踏まえた議論が展開された。 
第４回までの審議では、①干潟の水質浄化機能が失われることの外部不経
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済を考慮して費用対効果の見直しをすべきとの意見、②大規模野菜経営２０

ｈａの場合に農地を７０万円台／１０ａとすれば１億４０００万円かかるこ

とになる営農計画は実現性に乏しく見直しも必要等との意見、③排水門を開

けての調査結果を待たずに事業の実施方針が出せるのかとの意見、④環境に

与える影響は時間をかけて検討する必要があるのではないかといった意見が

出される等、委員長を除く４人の委員が事業推進に対する疑問を表明した（こ

れらの意見は、いずれも、当連合会が第１次意見書で指摘したものである）。 
３ 再評価委員会による答申 
事業管理委員会が地元から防災効果や優良農地の確保が期待されていると

して計画どおり事業を継続する方針案を示したのに対し、再評価委員会は、

２００１年８月２４日、「土地改良法改正の趣旨を踏まえ、環境への真摯かつ

一層の配慮を条件に、事業を見直されたい。社会経済の変動が激しい今日、

諸般の事情を含めて事業遂行に時間がかかり過ぎるのは好ましくない。叡智

を尽くして取り組むことが肝要である。」と事業見直しを答申した。 
上記答申は、第５回委員会において２名の委員から中止・休止を強く求め

る意見が出され、他の２名の委員も疑問を提起あるいは慎重論を展開する中、

九州農政局担当者があたかも事業中止あるいは休止との答申がなされるのを

阻止するかのように、「中止の場合は現地事務所もなくなり、（防災面、環境

面の）必要なケアもできない。」、「休止でも必要なケアができない状態にな

る。」等と説明したことによって合意に至ったものであることが、答申後の記

者会見で明らかにされている。すなわち、横川副委員長によると、農政局担

当者の上記説明によって、「継続」を提案する委員の意見とすり合わせる形で

「環境への配慮」を条件に「意見の一本化を重視し、妥協せざるをえなかっ

た」ということであった。また、同副委員長は「（事業見直しの）重要な条件

の一つは、ノリ不作の委員会に十分調査してもらうこと」であるとコメント

している。 
いずれにしても、この答申は、事業の不当性を明らかにし、事業推進に再

考を促すものであったことに間違いない。そして、事業見直しに当たっては、

横川副委員長のコメントを待つまでもなく、後記第４で述べるノリ不作検討

委員会の調査とその結果の尊重が不可欠であることは言うまでもない。 
４ 農水省による事業の見直しとその問題点 
しかしながら、この答申を受けて事業者である農水省が実際に行った見直

しは、①干拓予定地のうち未着工の東工区（約７００ｈａ）の造成を断念す

る、西工区（約６００ｈａ）と小江工区（約１００ｈａ）は続行する、②排

水門開放の問題は、ノリ不作検討委員会の結論を尊重する、③調整池の水位

は現状と同じマイナス１ｍを保つ、等の内容に止まった。 

従来の計画と農水省が２００１年１０月３０日に環境配慮対策として打ち

出した縮小案（２００２年６月４日決定）は、それぞれ資料３及び４のとお

りであるが、縮小案でも最終的な費用は２４６０億円にも上るとされている。 

しかも、再評価委員会で問題とされた環境面について言えば、干潟の消失
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や調整池の水質悪化についてはもっぱら潮受堤防の締切りが焦点であるとこ

ろ、東工区の造成を中止しても締切り面積が変化するわけでもなく、また、

調整池の水質対策にしても、どの程度の改善が得られるのか全く検証されて

おらず、何ら本質的な解決にならないことは明らかである。また、依然とし

て営農計画（具体的には長崎県営農構想検討委員会がまとめたもの）の実現

可能性が乏しい上、東工区の断念によって、本件干拓事業の費用対効果は、

事業者の試算でも、当初案の１．０１から０．８３となり、前記のとおり水

質浄化力の喪失が約１０００億円に相当とすることをも考慮に入れた場合に

は、さらに０．４４と下がることになることから、本件干拓事業が土地改良

事業の法定要件を欠いていることが、一層、明らかになった。 
さらに、長崎県では、財団法人県諫早湾地域振興基金が諫早湾地域資源等

利活用検討協議会を設置して本件干拓地をレジャー、観光資源として活用す

る検討を始めているが、そのことは、本件営農計画の実現可能性をますます

疑わしいものにしており、農地造成という事業目的は、完全に失われつつあ

ると言わざるを得ない。 
以上のとおり、農水省が再評価委員会の答申を受けて実施した縮小案は何

ら答申の趣旨に沿った見直しにはなっていない。また、同委員会においては、

ノリ不作検討委員会の充分な調査を条件として答申内容をまとめたのに対し、

実際には、ノリ不作検討委員会の提言を事実上無視する結果となっている。 

農水省がすべきことは、自らが設置した再評価委員会の審議内容を尊重し

て、当連合会の第１次意見書に従い、本件干拓事業を直ちに廃止することで

ある。 

 

第４ 中・長期開門調査と有明海の再生 
１ ノリ不作検討委員会による開門調査に関する意見 

農水省は、前述した本件干拓事業の再評価を行う再評価委員会の設置に先

立つ２００１年２月２６日、有明海におけるノリ不作等の原因究明を図るこ

とを目的として、学識経験者１１名、漁業者代表４名の合計１５名の委員に

よって構成されるノリ不作検討委員会を設置した。 

同委員会は、２００１年３月３日から２００３年３月２７日までの間、計

１０回開催され、２００３年３月２７日「有明海の漁業と環境の再生を願っ

て」と題する最終報告書をまとめた。 

同委員会には、排水門グループと調査計画グループの２つのグループが設

置され、第３回委員会で、その時点におけるノリ不作の原因ならびに有明海

の現状についての認識がまとめられるとともに、「まずノリ不作が生じた環

境をできるだけ変えずに１年間調査し、それ以降に、比較のため、また、干

拓地の機能を知るために開門の必要が生じるであろうと考え」、閉門調査を優

先させるという４月以降の調査のあり方が示された。 

そして、第４回委員会以降、ノリ不作対策等の検討と並行して、開門調査

について具体的な排水門の開け方、調査のあり方について、２つのグループ
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はそれぞれに、または合同で検討会を持って議論を重ねた結果、２００１年

１２月１９日に開催された第７回委員会において、「諫早湾干拓地潮受け堤

防排水門の開門調査に関する見解」を公表した。 
この見解では、「諫早湾干拓事業は重要な環境要因である流動および負荷

を変化させ、諫早湾のみならず有明海全体の環境に影響を与えていると想定

され、また、開門調査はその影響の検証に役立つと考えられる」として、本

件干拓事業が有明海異変の主要な原因の一つであることを前提に、開門調査

の有効性が述べられている。その上で、潮受堤防・排水門の開門調査につい

ても、「第一段階として２カ月程度、次の段階として半年程度、さらにそれら

の結果を踏まえて数年の開門調査が望まれる」とし、あわせて、開門の規模

についても「できるだけ大きく開け、毎日の水位変動を大きくして、できる

干潟面積を増やすことが望ましい」と明示されているのである。 

また、①水質浄化機能の喪失と負荷の増大、②流動の変化（潮位、流速、

流向）、③赤潮の増加、④貧酸素水塊の発生、⑤タイラギ、アサリ等の減少、

生育不良及び稚貝の斃死、⑥諫早湾の底質の変化（細粒子化、浮泥の堆積）

と底生生物の減少の６項目について、開門調査による原因解明の可能性が検

討され、②を除いた５項目について、開門調査の有効性があるとされた。 

さらに、筑後川大堰（おおぜき）や三池炭鉱跡の海底陥没、熊本新港建設

などによる環境への影響についても検討する考えが示され、本件干拓事業を

中心に、有明海異変全般にわたる検討の必要性が指摘されることとなった。 

２ 実施された開門調査の現状とその後 

ノリ不作検討委員会がこのような見解を提言したにもかかわらず、事業者

である農水省が行った開門調査は、２００２年４月２４日から５月２０日ま

でのたった２７日間という極めて短期間の調査であり、しかも安全性を理由

に水位の変動幅を２０ｃｍ以下に抑えたため、まとまった量の海水が流れ込

んだのはわずか７日間だけであった。開門調査は、同年１２月１０日までの

期間実施されるものであったが、その調査期間中である同年８月１３日には、

前面堤防工事の着手がなされたのである。 

この開門調査の期間は、同委員会が提言する調査期間にはるかに及ばない

ものであるばかりか、水位変動幅が極めて小さく、同委員会が提言する調査

におよそ値するものではなかった。 

同委員会は、２００３年３月２７日の最終報告書をもって活動を終了した。

その後、農水省は、２００３年４月３０日に「中・長期開門調査検討会議」

を発足させ、短期の開門調査で得られた成果及びその影響等の検討を行うた

めの中・長期開門調査に関する検討を行うこととしている。   

しかし、この会議には、委員７名の全員が元官僚で、しかもうち３名が事

業主体である農水省出身者で占められているという構成上の問題や市民意見

を反映するための制度的手当もないといった問題があることに加えて、前述

のように前面堤防工事が進行しているという状況からすると、果たして、同

会議がノリ不作検討委員会の提言を真摯に受け止めての開門調査の実施を提
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言できるのか、大いに疑問である。 

３ 有明海・八代海再生特別措置法の制定とその限界 

有明海異変と深刻な漁業被害の発生を契機として、２００２年１１月２９

日に「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」（以下「特

措法」という）が公布・施行された。 

この特措法によれば、主務大臣(総務、文部科学、農水、経済産業、国土交

通、環境の各大臣)が「有明海及び八代海の再生に関する基本方針」を定め(４

条)、 関係県(福岡、長崎、佐賀、熊本、大分、鹿児島)がこれに基づく「県

計画」を定め(５条)た上で、この「県計画」に基づき具体的な事業が実施さ

れることになる。しかしながら、その内容は現行の法令や制度の範囲内での

既存事業や努力項目の列挙に止まり（６条、１１条、１３条、１５条、１７

条など）、これに対して、国から関係県に一定の割合で補助金交付が行われる

（第８条ないし１０条）というに過ぎないものになっている。 

真に有明海の再生を目的とした立法をするのであれば、ノリ不作検討委員

会の見解のように、中・長期開門調査による有明海異変の原因究明を徹底的

に行うとともに、その原因を取り除くための方策を有効に実施できる内容で

なければならない。 

この特措法は、そのような内容となってはおらず、真の有明海の再生は困

難であると言わなければならない。 

 

第５ 結論～諫早湾干潟と有明海の真の再生に向けて～ 
１ 干潟再生の必要性 
湿原、河川、湖沼、干潟等の湿地は、生物多様性に富み、多くの野生生物

の命を支えているだけでなく、食料等を提供し、また、その水質浄化機能や

洪水調節機能によって人の生存を支えてきたが、とりわけ、戦後における強

力な開発政策の下で多くの湿地が消失させられた。本件干拓事業もこのよう

な開発政策の一環として、農地造成のために計画されたものである。 
しかしながら、減反政策によって耕作放棄地が年々増え続け、また国際的

な湿地保全意識の高まりを背景に、わが国においても、１９９４年１２月策

定・２０００年１２月改定の環境基本計画や１９９６年５月策定・２００２

年３月改定の生物多様性国家戦略において、湿地保全の重要性がうたわれ、

藤前干潟埋立計画、中海干拓事業、三番瀬埋立計画が相次いで中止になって

いる。このような中で、多額の国費を投入して貴重な干潟を潰すことは、最

早、許されないと言うべきである。 
韓国においては、本件干拓事業と同様の方式によって４万０１００ｈａの

海域を締め切り、２万８３００ｈａもの農地造成をしようとするセマングム

干拓事業に対し、裁判所は、２００３年７月、反対する住民の申立を認めて

執行停止を命ずるに至っている。国際的に見ても、特段の事情がない限り湿

地破壊は許されないとの現状認識が必要である。 
２００２年１２月に失われた自然を取り戻すための自然再生推進法が制定
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されたわが国においては、アメリカやヨーロッパ諸国のように、残された湿

地の保全は当然のこととして、かつて破壊した湿地の再生に本腰を入れるべ

き時期にきている。 
当連合会も、このような認識のもとに、２００２年１０月１１日の第４５

回人権擁護大会において、湿地の保全だけではなく、再生を図るための重要

な方策として、「湿地保全・再生保全法の制定を求める決議」を採択している。 
２ 真の再生に向けての提言 

諫早湾干潟と有明海の真の再生には、潮受堤防内に海水を導入し、諫早湾

と有明海の海水の出入りを元の状態に元に戻す以外に途はないのである。 
農水省は、湿地保全に関する国際的動向を正面からきちんと見据え、自ら

設置した再評価委員会の見直し提言及びノリ不作検討委員会の開門調査に関

する見解を真摯に受け止めるべきである。そして、まずは、本件干拓事業の

ための工事を直ちに中止して事業廃止の措置を採り、その上で、地元住民の

コンセンサスを得つつ、諫早湾干潟及び有明海の再生に取り組まなければな

らない。それには、本件干拓事業と有明海異変との関連性を究明するととも

に、周辺漁民に著しい損害等を与えることなく諫早湾干潟と有明海の再生を

図るための資料を得ることが必要であり、そのためには長期にわたる開門調

査が必要不可欠である。 
よって、農水省の長である農水大臣は、直ちに本件干拓事業を廃止して、

諫早湾干潟再生のための計画策定に着手するとともに、ノリ不作検討委員会

の見解の趣旨にのっとり、中期（半年程度）及び長期（数年）の開門調査を

早急に実施すべきであると考える。 
また、このような中期及び長期の開門調査を適切に行うためには、調査項

目・調査方法・調査期間・評価方法の決定と調査の管理を事業者である農水

省が行うのではなく、専門家、関係住民・漁民及び自然保護団体を構成メン

バーとする第三者機関を設置して、情報公開と住民参加下、この機関の決定

に委ねる方法が採られるべきである。 
なお、諫早湾干潟及び有明海の再生に関連して、防災対策と潮受堤防の取

り扱いがあるが、これについては、第１次意見書で述べたように、国土交通

省と農水省の縄張り意識を排して総合的かつ効率的な対策を行うために、内

閣総理大臣の下に学識経験者や地元住民を含めた検討委員会を設置し、情報

公開と住民参加のもとで、調査・検討がなされるべきである。 
 
 
 
 
 
 
 
 








